
関係各位                         別紙 

「神戸市リハ職種地域支援協議会」の発足について 

◆設立経緯◆ 

  我が国では高齢化の進展に伴い、介護予防の取り組みを推進しており市町村においても

「地域リハビリテーション活動支援事業(※)」を行うことが必要となっております。 

  今後超高齢社会を迎える神戸市域においても、より一層リハビリ関係職種が一体となっ 

 て関連団体と連携を図りながら、地域リハビリテーション活動に取り組み、地域の要請に 

 応えていくことが求められています。 

  この度、リハビリ３職種の職能団体が中心となり、神戸市域における協議会を設立する 

 こととなりました。 

  本協議会は、リハビリ専門職の人材派遣の仕組みづくりや人材育成等を通して、セラピ 

 ストの専門性を発揮することにより、高齢者の介護予防等に貢献し、もって神戸市民の保 

 健医療福祉の向上に寄与することを目的としています。 

 

  (※)地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス 

    担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進すること。 

 

◆名称◆ 

 神戸市リハ職種地域支援協議会 

 

◆事業内容◆ 

(１) 市民を対象とした専門職派遣 

     健康教室・介護予防講座などの講師派遣など 

(２) リハビリ専門職を対象とした活動 

   ① リハビリ専門職のネットワーク化 

   ② リハビリ専門職の派遣協力体制の構築 

   ③ リハビリ専門職の人材育成 

   ④ その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

◆構成員◆ 

 ・ 構成員 兵庫県理学療法士会・兵庫県作業療法士会・兵庫県言語聴覚士会に会員登録し 

       ている神戸市在住・在勤のセラピスト 

 ・ 賛助会員 本会の事業に賛同し、賛助するために入会した個人又は団体 

 

◆事務所◆ 

 ・一般社団法人 兵庫県理学療法士会 事務所内 

  住 所 : 神戸市中央区北長狭通５丁目 5-22(薔薇屋ビル)４階   ℡ 078-367-7311 

 

◆発足日◆  平成 29年 7月 22日（土曜） 

 

◆参考資料◆ 

神戸市リハ職種地域支援協議会 概念図 

産経新聞 神戸版 7月 27日 掲載記事 

  



 

 

 

 



神 戸 市 リ ハ 職 種 地 域 支 援 協 議 会 設 立に つ い て 

  市町村に実施が義務付けられた介護予防・日常生活支援総合事業のメニューに、一般介
護予防事業として、「地域リハビリテーション活動支援事業」が位置付けられた。 

 この度、兵庫県リハ３士会(兵庫県理学療法士会・兵庫県作業療法士会・兵庫県言語聴
覚士会)が中心となり、リハ専門職の人材派遣の体制等を構築することを目的とする協議
会を設立することにより、セラピストが身近な地域で地域リハ活動を展開し、もって地
域包括ケアシステムの構築に貢献するものとする。 

【構成員】  
◆構成員 兵庫県リハ3士会に会員登録している 
     神戸市在中・在勤のセラピスト 
  
  理学療法士 約1,250人 
  作業療法士 約500人  
  言語聴覚士 約160人 
  合計    約1,910人 
 
◆賛助会員 本会の事業に賛同し、賛助するため 
       に入会した個人又は団体 
 
 
 

【事業概要】 
◆神戸市からの委託業務・派遣依頼等 
（ア）健康教室 
（イ）介護予防講座など 
 

◆協議会での活動 
（ア）リハビリ専門職のネットワーク化 
（イ）リハビリ専門職の派遣協力体制の構築 
（ウ）地域支援事業におけるリハビリ専門職の 
   人材育成 

【名称】神戸市リハ職種地域支援協議会 （平成２９年７月２２日設立）  

【住所】 神戸市中央区北長狭通5丁目5－22（薔薇屋ビル）４Ｆ 

    （兵庫県理学療法士会事務所内）    



兵庫県リハ３士会 
（兵庫県理学療法士会・兵庫県作業療法

士会・兵庫県言語聴覚士会） 

兵庫県リハ3士会合同 
地域支援協議会 

神戸市 

神戸在宅医療･介護推進財団 神戸市医師会等関係団体 

住民運営の通いの場 

通所介護サービス 等 

地域包括支援センター 

あんしんすこやか係 

 ・実施体制の確保 
 ・人材育成 
 ・関連団体との連絡調整 等 

 神戸市リハ職種地域支援協議会の位置付け 

  ・専門職のネットワーク化 
  ・専門職派遣リストの作成 
  ・リストを活用した派遣調整 
  ・リハビリ人材育成研修 等 

      神戸市 
リハ職種地域支援協議会 

各区地区担当者 

立ち上げ支援 等 

派 遣 

支援 

・セラピスト協力者リスト 
・人材育成 

派 遣 

調整 

助言 

委 託 
委 託 

連 携 

セラピスト協力者 

連 携 

地域ケア会議 等 

連 携 

・健康教室 
・介護予防講座等 
 講師派遣 
・(体力測定） 
 

－ ４ - 



神戸市リハ職種地域支援協議会役員一覧 

 

氏  名 役職名 

支援協議会 

職能団体  (役職) 

山本 克己 代表幹事 一般社団法人 兵庫県理学療法士会 副会長兼事務局長 

小山 長 副代表幹事 一般社団法人 兵庫県理学療法士会 理事 

田中 康介 副代表幹事 一般社団法人 兵庫県作業療法士会 理事 

天谷 智子 副代表幹事 一般社団法人 兵庫県言語聴覚士会 監事 

大門 守雄 幹事 一般社団法人 兵庫県理学療法士会 神戸西ブロック長 

清原 直幸 幹事 一般社団法人 兵庫県理学療法士会 神戸東ブロック長 

大賀 隆正 幹事 一般社団法人 兵庫県作業療法士会 神戸ブロック長 

垣本 茂一 幹事 一般社団法人 兵庫県作業療法士会 神戸副ブロック長 

廣居 直子 幹事 一般社団法人 兵庫県言語聴覚士会 理事 

安居 和輝 幹事 一般社団法人 兵庫県言語聴覚士会 理事 

 

顧 問 

 

氏 名 役職 職能団体・勤務先 役職 

岩井 信彦 顧問 一般社団法人 兵庫県理学療法士会 会長 

長倉 寿子 顧問 一般社団法人 兵庫県作業療法士会 会長 

田中 義之 顧問 一般社団法人 兵庫県言語聴覚士会 会長 

笠井 隆一 顧問 一般社団法人 神戸市医師会 
神戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

院長 

森田 文明 顧問 神戸在宅医療･介護推進財団 常務理事 



         
H29 年 7月 1 日現在 

神戸市リハ職種地域支援協議会 地区担当一覧 

職種 氏名 担当区 勤務先 

理学療法士 

喜田 直樹 東灘 本山リハビリテーション病院 科長 

山口 良太 灘 株式会社アールイーコンセプト 代表取締役 

清原 直幸 中央 神戸マリナーズ病院 主任 

梶家 慎吾 兵庫区 リハビリ訪問看護ステーション 蕾 専務取締役 

伊藤 弘 北区 訪問看護ステーション リ･ホーム 代表取締役 

山本 将之 長田区 適寿リハビリテーション病院 主任 

松下 和樹 須磨区 老人保健施設 サンライズ － 

戎 智史 垂水区 名谷病院 主任 

安尾 仁志 西区 地域ケア・リハビリテーション支援センター 主査 

作業療法士 

大賀 隆正 

神戸市全域 

兵庫県立リハビリテーション中央病院 － 

垣本 茂 ＡＲＣ.あらたかリハビリテーションセンター 舞多聞 － 

言語聴覚士会 

芝 さやか 東ブロック長 しあわせ訪問看護ステーション 主任代理 

栄 諭子 中ブロック長 適寿リハビリテーション病院 科長 

菊森 清美 西ブロック長 名谷病院 － 


